
第７課（ステップ１） 

ＣＭ   선전 

あげもの 揚げもの 튀긴 음식 

あぶら 油 기름 

うがい   가글 

おちつく 落ち着く 안정되다 

かいしょう（する） 解消（する） 해소(하다) 

かいそう 海草 해초 

がか 画家 화가 

キノコ   버섯 

きらう 嫌う 싫어하다 

きをつかう 気を使う 신경쓰다 

ぐたいてき（に） 具体的（に） 구체적(으로) 

クッキング   쿠킹 

けいご 敬語 경어 

げいじゅつ 芸術 예술 

しかい（しゃ） 司会（者） 사회(자) 

しゅご 主語 주어 

しゅっぱん（する） 出版（する） 출판(하다) 

～しょう ～賞 ～상 

しょくよく 食欲 식욕 

スター   스타 

スリム（な）   날씬(한) 

せんじつ 先日 일전 

せんしゅ 選手 선수 

そんけいご 尊敬語 존경어 

たいじゅう 体重 체중 

たいりょく 体力 체력 

たべあるき 食べ歩き 맛있는 것을 여기저기 먹으로 다님 

チーム   팀 

つかれ   피로 

なかま 仲間 동료, 동아리 

にほんしゅ 日本酒 정종 

にもの 煮もの 삶은 음식 

ノック（する）   노크(하다) 

はいゆう（→じょゆう） 俳優（→女優） 배우 

はくしゅ（する） 拍手（する） 박수(치다) 



バランスよく   밸런스 좋게 

ファッション・モデル   패션 모델 

ふとじ 太字 굵은 글씨 

プロ   프로 

ヘルシー   건강에 좋은 

～ほう ～法 법 

モテる   인기가 있다 

やきゅう 野球 야구 

ゆっくり   천천히 

ライフ   라이프, 생활 

りゅうこう（する） 流行（する） 유행(하다) 

 



第７課（ステップ２） 

あげる 揚げる 튀기다 

あせをかく 汗をかく 땀을 흘리다 

あまりに（も）   너무나도 

アロマテラピー   아로마 테라피 

イカ   오징어 

いかだいがく 医科大学 의과 대학 

いためる 炒める 기름에 볶다 

いつう 胃痛 위통 

いっしゅ 一種（「～の一種」） 일종 

うすめる 薄める 묽게하다, 희석하다 

えいよう 栄養 영양 

おこう お香 향 

おすすめ   권유 

オリーブオイル   올리브오일 

かおり 香り 향기 

かかせない 欠かせない 빠뜨릴 수 없다 

かきまぜる かき混ぜる (휘저어) 뒤섞다 

かぐ 嗅ぐ (냄새를) 맡다 

かぼちゃ   호박 

かるく 軽く 가볍게 

カレーこ カレー粉 카레 가루 

きってもきれないそんざい 切っても切れない存在 끊어도 끊을수 없는 존재 

きつねいろ きつね色 엷은 갈색 

きんちょう（する） 緊張（する） 긴장(하다) 

ぐっすりねむる ぐっすり眠る 푹 자다 

グレープフルーツ   그레이프 후루츠 

けんじょうご 謙譲語 겸양어 

げんだいじん 現代人 현대인 

こうえん 講演 강연 

こうか（てきな） 効果（的な） 효과(적인) 

こうかいこうざ 公開講座 공개 강좌 

こころがける 心掛ける 마음을 쓰다,유의하다 

コショウ 胡椒 후추 가루 

こむぎこ 小麦粉 밀가루 

さいてき（な） 最適（な） 최적(인) 

ざいりょう 材料 재료 



さっと   순식간에, 잽싸게 

さほう 作法 예절, 작법 

さんか（する） 参加（する） 참가(하다) 

シーフード   해물 

しおからい 塩辛い 짜다 

シナモン   계피 

ジャスミン（ちゃ） ジャスミン（茶） 쟈스민(차) 

じゅんじょ 順序 순서 

しょうが 生姜 생강 

しょうか（する） 消化（する） 소화(하다) 

しんぞうほっさ 心臓発作 심장 발작 

す 酢 식초 

すすめる 勧める 권하다 

ずつう 頭痛 두통 

すっきりする   말쑥하다, 산뜻하다 

すっぱい   시큼하다, 시다 

せつぞくし 接続詞 접속사 

ぞうしん（する） 増進（する） 증진(하다) 

たく 焚く (불을) 때다, 지피다 

たく 炊く 밥을 짓다 

ちゃのゆ 茶の湯 다도 

ちょうみりょう 調味料 조미료 

ちょうりほう 調理法 조리법 

ディクテーション（する）   받아쓰기(하다) 

ティッシュ・ペーパー   티슈 

できあがり   완성됨 

ドキドキする   두근거리다 

ときには 時には 때로는 

ナス   가지 

なつバテ 夏バテ 더위를 탐 

なべ   냄비 

にこむ 煮込む 끓이다, 삶다 

にじかい 二次会 2차 

にる 煮る 삶다, 끓이다 

ニンニク   마늘 

ねつ 熱 열 

ねつがでる 熱が出る 열이 있다 



のりものよい 乗りもの酔い 멀미 

ハーブ・オイル   허브 오일 

ハーブ・ティー   허브티 

ビーフ   소고기 

ひがとおる 火が通る (불에) 익다 

ひきおこす 引き起こす 일으키다 

ひしょ 秘書 비서 

ひとくちに～という ひと口に～と言う 한마디로 ∼라고 하다 

ひろがる 広がる 퍼지다 

ふつかよい 二日酔い 숙취 

ペパーミント   페퍼민트 

へやじゅう 部屋中 온 방 

ほんの   그저 명색뿐인 

まぜる 混ぜる 섞다 

みりん   미림(→조미료의 일종) 

ミント・ティー   민트 차 

むく   향하다, 내키다, 적합하다 

むす 蒸す 찌다 

やこうれっしゃ 夜行列車 심야 열차 

ユズ   유자 

ゆでる   삶다, 데치다 

ゆれる   흔들리다 

よぼう（する） 予防（する） 예방(하다) 

らく（な） 楽（な） 편(한) 

ラベンダー   라벤다 

りょうきん 料金 요금 

リラックスする   릴랙스하다 

ローズウッド   로즈우드 

 



第７課（ステップ３） 

あたる 当たる 부딪히다, 적합하다 

あらわれる 表れる 나타나다 

いざ～となると   정작 ∼이 되면 

いしき（する） 意識（する） 의식(하다) 

いりょう 医療 의료 

うまれかわる 生まれ変わる 새로 태어나다 

える 得る 얻다 

おうべい 欧米 유럽 

おおく 多く（「～の多く」） 많이 

おおくの 多くの 많은 

おそろしい 恐ろしい 무섭다, 두렵다 

かくりつ 確率 확률 

かず 数 수 

かてい（する） 仮定（する） 가정(하다) 

かみさま 神様 신 

かんじゃ 患者 환자 

きょうちょう（する） 強調（する） 강조(하다) 

くちでは～といっても 口では～と言っても 말로는 ∼라고 해도 

くるしい 苦しい 괴롭다 

くるしむ 苦しむ 괴로워하다 

くわしい 詳しい 상세한 

げんざい 現在 현재 

けんり 権利 권리 

こうい 行為 행위 

こくち（する） 告知（する） 고지(하다) 

さんぴ 賛否 찬성 여부 

じっし（する） 実施（する） 실시(하다) 

しめす 示す 보이다, 가리키다 

しめる 占める 점하다 

しょうきょくてき（な） 消極的（な） 소극적(인) 

しょうひぜい 消費税 소비세 

すうち 数値 수치 

そんげんし 尊厳死 존엄사 

たいしょうてき（な） 対照的（な） 대조적(인) 

たからくじ 宝くじ 복권 

たたかう 闘う 겨루다, 다투다 



たちば 立場 입장 

タブーしする タブー視する 금기시하다 

たんい 単位 단위 

ちりょうほう 治療法 치료법 

データ   데이터 

どうい（する） 同意（する） 동의(하다) 

どうとく（てきな） 道徳（的な） 도덕(적인) 

にっすう 日数 일수 

ねんきん 年金 연금 

ねんれい 年齢 연령 

～は ～派 ～파 

はいりょ（する） 配慮（する） 배려(하다) 

はんえい（する） 反映（する） 반영(하다) 

ひみつしゅぎ 秘密主義 비밀주의 

ふしあわせ（な） 不幸せ（な） 불행(한) 

ほくべい 北米 북미 

ほんにん 本人 본인 

ほんね 本音 속마음 

まっきガン 末期ガン 말기암 

みとめる 認める 인정하다 

ゆうえんち 遊園地 유원지 

よろん 世論 여론 

りんり（てきな） 倫理（的な） 윤리(적인) 

わずか（な）   조금 

われる 割れる 깨지다, 부서지다 

 


